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カテゴリー Mon. Tue Wed Thu Fri Sat Sun

6:00

6:30

6:45

ベン10 <HD> 8:00

ベン10 <HD> 8:30

10:00 きかんしゃトーマス　（第1-5シリーズ）

10:15 ピングー

11:00

11:40 きかんしゃトーマス　（第8-11シリーズ）

スカイキッド ブラック魔王 　5/24
～　チャーリー・ブラウンとスヌー
ピー（5/31 ポパイ 11：45-12：
00）

11:30

12:00

12:15

12:35 12:30

13:00 特選絵本アニメコレクション 13:00

13:25 特選絵本アニメコレクション 13:30

14:00

14:30

17:00 ベン10 <HD>

17:30 ベン10 <HD>

ベン10 <HD> 18:00

ベン10 <HD> 18:30

19:00 チャーリー・ブラウンとスヌーピー
5/23～トムとジェリー テイルズ

ポップコーン

19:30
チャーリー・ブラウンとスヌーピー
5/16～トムとジェリー テイルズ

20:00 20:00

20:30

スカイキッド ブラック魔王（5/10
ポパイ 20：45-21：00）　5/24～
チャーリー・ブラウンとスヌー

ピー

20:30

23:00

0:00 スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ
<HD>

0:30 スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ
<HD>

1:00 おねがい！サミアどん <HD>　

1:30

1:45

2:00

2:30

3:00 ベン10 <HD>

3:30 ベン10 <HD>

POP 5/3（朝）、5/17（夜） ベン10：時との戦い　<HD>

5/3（夜）、5/17（朝） ピアノの森   <HD>　（120分）

5/10（朝） トゥイーティーのフライングアドベンチャー

5/10（夜） きかんしゃトーマス 劇場版　魔法の線路 <HD>　（105分）

5/24（朝）、6/7（夜） しろくまベッコムと空飛ぶマグカップ～小さなベベの大冒険～  <HD>

5/24（夜）、6/7（朝） スヌーピーの大冒険 <HD>

5/31（朝）、6/14（夜）ショーツ 魔法の石大作戦　<HD>　（105分）

5/31（夜）、6/14（朝）バービーとペガサスの魔法

NEW 5/4 きかんしゃトーマス　（第13シリーズ）　<HD>

5/4 アドベンチャー・タイム　<HD>　Newエピソード

5/4 ヤング・ジャスティス　<HD>　Newエピソード

SP 5/3 カートゥーン ニト トーマス第13シリーズ スタートスペシャル　<HD> 12：00-13：30　　

5/5 カートゥーン スペシャル ピーターパン 5時間イッキ見！ <HD>　14：30-19：30

5/5、6 カートゥーン ニト スペシャル やなせたかしメルヘン劇場 一挙放送 HD率　63.54％

5日 9：00-14：00　6日 9：00-13：25

5/3-5/9 カートゥーン スペシャル バットマン 69話一挙放送　21：00-26：00　（9日のみ25：30まで）

5/19、20 カートゥーン スペシャル シルベスター＆トゥイーティー ミステリー マラソン　16：00-22：10

5/23、30 レゴ(R)スター・ウォーズ アニメコレクション <HD>　24：00-25：00

停波 停波　2014年5月13日1：00～7：00　（OA時間5月12日 25：00～5月13日7：00）の6時間

停波　2014年6月1日2:00～6:00　（OA時間 5月31日26:00～6月1日6:00）の4時間

5:00

カートゥーン ネットワーク　20１4年5月番組表　

4:00 オギー＆コックローチ バットマン：ブレイブ＆ボールド <HD> キャンプ・ラズロ <HD>　5/31～アンジェラ アナコンダ CNオリジナル 4:00

オギー＆コックローチ

ハクション大魔王 <HD>　5/30～
ポールのミラクル大作戦 <HD>

　　　　　　　　　7：00 　ミクセル<HD>
　　　　　　　　　7：03　 トムとジェリー <HD>

CNオリジナル

5:00

パワーパフ ガールズ　 ピンクパンサー＆パルズ　<HD> 9:00

ぞうのババール

6:00 ピンクパンサー<HD> ベン10：オムニバース <HD>

　リボンの騎士 <HD> 

ケシカスくん <HD>

きかんしゃトーマス　（第6-7シリーズ）

CNオリジナル おかしなガムボール <HD>　5/21～ヒックとドラゴン～バーク島の冒険～ <HD>
超ロボット生命体 トランスフォーマー

プライム <HD>

7:00

8:00 バッグス・バニー ショー <HD>
天才バカボン <HD>　5/23～おくびょ

うなカーレッジくん
おかしなガムボール <HD> CNオリジナル

7:00 CNオリジナル おくびょうなカーレッジくん　5/21～デクスターズ ラボ

9:00 ガーフィールド・ショー <HD>　5/15～ガーフィールド・ショー２ <HD>

GON -ゴン- <HD>

トムとジェリー キッズ

プレミアム サ
ンデー

アドベンチャー・タイム <HD> 

ヤング・ジャスティス　<HD>

まめうしくん <HD>

おねがい！サミアどん <HD>　
天才バカボン <HD>　5/23～おくびょ

うなカーレッジくん
ＭＲ. ＭＥＮショー２ <HD>

チェブラーシカ　あれれ？<HD>、
マノン<HD>、イソップ座へようこ
そ！<HD>、ノーキーのふしぎな
ぼうけん<HD>、こねこのピムと
ポム、ガズ～ン<HD>、ジャング
ル ビート<HD>、カペリート２、

ノーキーとおともだち、サーリ島
のおはなし<HD>

14:00
花田少年史　5/6～ピーターパン　新たなる冒険 <HD>

15:00 オギー＆コックローチ
ハクション大魔王 <HD>　5/30～
ポールのミラクル大作戦 <HD>

アドベンチャー・タイム <HD>　5/4～ガーフィールド・ショー <HD> CNオリジナル 15:00

オギー＆コックローチ 17:00

16:00 ガーフィールド・ショー <HD>　5/15～ガーフィールド・ショー２ <HD> パワーパフ ガールズ　 ルーニー・テューンズ・ショー <HD> 16:00

18:00 CNオリジナル おかしなガムボール <HD>　5/21～ヒックとドラゴン～バーク島の冒険～ <HD>
あらしのよるに～ひみつのともだち

～ <HD>
おかしなガムボール <HD> CNオリジナル

トムとジェリー <HD> アドベンチャー・タイム<HD> 

プレミアム サ
ンデー

オギー＆コックローチ ヤング・ジャスティス　<HD>楽しいムーミン一家　冒険日記

21:00 CNオリジナル アドベンチャー・タイム <HD> ベン10：オムニバース <HD>
　　　　　　　　　　　　21：00 　ミクセル <HD>
　　　　　　　　　　　　21：03　 トムとジェリー <HD>

21:00

1:30

22:00 ピンクパンサー<HD>
超ロボット生命体 トランスフォーマー

プライム　<HD>
ルーニー・テューンズ・ショー<HD>

23:00 トムとジェリー <HD> バットマン：ブレイブ＆ボールド <HD>
　リボンの騎士 <HD> 

キャンプ・ラズロ <HD>　5/31～アンジェラ アナコンダ

ケシカスくん <HD>

おかしなガムボール <HD>　5/21～ヒックとドラゴン～バーク島の冒険～ <HD> ピンクパンサー＆パルズ　<HD>

CNオリジナル

楽しいムーミン一家　冒険日記

花田少年史　5/13～ピーターパン　新たなる冒険 <HD>
はなかっぱ <HD>

2:00

アドベンチャー・タイム <HD> ＭＲ. ＭＥＮショー２ <HD> 3:00

おくびょうなカーレッジくん　5/21～デクスターズ ラボ

　5/10～ガーフィールド・ショー <HD>

10:00

12:10

クリフォード、ミオ&マオ シリーズ、キッパー、だいすき！マウス、ＭｕＭｕハグ　シリーズ <HD>

きかんしゃトーマス　（5/4～第13シリーズ） <HD>

はなかっぱ <HD>

10:35

ポップコーン

19:00

23:30

ピングー

CNオリジナル

バッグス・バニー ショー <HD>

22:00

0:30

あらしのよるに～ひみつのともだち
～ <HD>


